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ドイツ語Ⅰ・Ⅱ共通指導項⽬ ※多⽂化社会学部を除く学⽣対象 

 
<講義のねらい> 
 ドイツ語発⾳の基本的ルールをマスターし, ⽇常⽣活や簡単な⽂章の理解に必要な初級⽂法事項を理
解する。主として主⽂の現在形・現在完了形・過去形で, 簡単な読解・作⽂・会話ができる。ドイツ語圏
の社会事情や⽂化を理解する。 
 
<授業内容> 
※教科書によって⽂法事項を扱う順番が異なるため、I と II を区別することはできない。年間を通してい
ずれかのタイミングで、以下の項⽬を履修する。 
 
1 発⾳ 

・アルファベット 
・発⾳の 3 原則 
・⺟⾳：特に ei, ey, eu, äu, ie の発⾳, ⻑⺟⾳か短⺟⾳かの区別 
・⼦⾳：⾳節末の b, d, g, ch, 語末の ig, j, qu, s, ss, ß, 語頭の sp, st, sch, tsch など 
・基数と⻄暦の読み⽅ 

 
2 初級⽂法 

a. 必須 
・⼈称代名詞と現在⼈称変化 
・sein, haben, werden 
・平叙⽂, 命令⽂, 疑問⽂（決定疑問⽂, 疑問詞のある疑問⽂、および疑問⽂への返答） 
・定冠詞・不定冠詞と名詞の格変化, 複合名詞の性 
・格の⽤法 
・不規則変化動詞 
・定冠詞類・不定冠詞類, nicht か kein かの区別 
・名詞の複数形詞 
・前置詞 
・形容詞（付加語的⽤法と述語的⽤法、名詞化以外） 
・序数と⽇付の表現 
・話法の助動詞（möchte を含む） 
・未来形 
・分離動詞と⾮分離動詞 
・並列接続詞と従属接続詞 
・動詞の三基本形 
・現在分詞と過去分詞 
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・過去⼈称変化 
・現在完了 
・再帰代名詞と再帰動詞 
・zu 不定詞 
・es の⽤法（⾃然現象, 時刻の表現） 
・不定代名詞（man） 
・指⽰代名詞（das） 
・形容詞の原級・⽐較級・最上級（名詞化以外） 
・受動態 

 
b. 選択（必要に応じて取り上げてもよい） 

・状態受動 
・不定代名詞（man 以外） 
・指⽰代名詞（das 以外） 
・男性弱変化名詞 
・形容詞の名詞化 
・関係代名詞 
・es の⽤法（⾃然現象, 時刻の表現以外。先⾏する⽂、dass ⽂、zu 不定詞を指す場合など） 
・不定関係代名詞 
・過去完了形 
・接続法 I 式 
・接続法 II 式 

 
3 コミュニケーション 

・挨拶 
・感謝とお詫び 
・名前・住所・出⾝地・年齢・職業・国籍・専攻学問名・誕⽣⽇についての訊ね⽅と答え⽅ 
・家族・趣味についての訊ね⽅と答え⽅ 
・⽇付・時刻についての訊ね⽅と答え⽅ 

 
4 ⽂化・社会事情 

・敬称⼆⼈称と親称⼆⼈称の使い分けとそれに伴う Vorname・Nachname の使い分け 
・それ以外は適宜 
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ドイツ語Ⅰ・Ⅱ共通指導項⽬ ※多⽂化社会学部学⽣対象 

 
<講義のねらい> 
 ドイツ語発⾳の基本的ルールをマスターし, ⽇常⽣活や簡単な⽂章の理解に必要な初級⽂法事項を理
解する。主として主⽂の現在形・現在完了形・過去形で, 簡単な読解・作⽂・会話ができる。造語法や配
語法の背景にある発想を説明できる。辞書を使って不定詞句から⽂章を作ることができる。ドイツ語圏
の社会事情や⽂化を⾃⾝の専⾨的学びと関連付けて理解する。 
 
<授業内容> 
※教科書によって⽂法事項を扱う順番が異なるため、I と II を区別することはできない。年間を通してい
ずれかのタイミングで、以下の項⽬を履修する。 
 
1 発⾳ 

・アルファベット 
・発⾳の 3 原則 
・⺟⾳：特に ei, ey, eu, äu, ie の発⾳, ⻑⺟⾳か短⺟⾳かの区別 
・⼦⾳：⾳節末の b, d, g, ch, 語末の ig, j, qu, s, ss, ß, 語頭の sp, st, sch, tsch など 
・基数と⻄暦の読み⽅ 

 
2 初級⽂法 

a. 必須 
・⼈称代名詞と現在⼈称変化 
・sein, haben, werden 
・平叙⽂, 命令⽂, 疑問⽂（決定疑問⽂, 疑問詞のある疑問⽂、および疑問⽂への返答） 
・定冠詞・不定冠詞と名詞の格変化, 複合名詞の性 
・格の⽤法 
・不規則変化動詞 
・定冠詞類・不定冠詞類, nicht か kein かの区別 
・名詞の複数形詞 
・前置詞 
・形容詞（付加語的⽤法と述語的⽤法、名詞化以外） 
・序数と⽇付の表現 
・話法の助動詞（möchte を含む） 
・未来形 
・分離動詞と⾮分離動詞 
・並列接続詞と従属接続詞 
・動詞の三基本形 
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・現在分詞と過去分詞 
・過去⼈称変化 
・現在完了 
・再帰代名詞と再帰動詞 
・zu 不定詞 
・es の⽤法（⾃然現象, 時刻の表現） 
・不定代名詞（man） 
・指⽰代名詞（das） 
・形容詞の原級・⽐較級・最上級（名詞化以外） 
・受動態 
・配語法（語順の背景にある考え⽅。枠構造、te-ka-mo-lo 等） 
・不定詞句から⽂への展開 

 
b. 選択（必要に応じて取り上げてもよい） 

・状態受動 
・不定代名詞（man 以外） 
・指⽰代名詞（das 以外） 
・男性弱変化名詞 
・形容詞の名詞化 
・関係代名詞 
・es の⽤法（⾃然現象, 時刻の表現以外。先⾏する⽂、dass ⽂、zu 不定詞を指す場合など） 
・不定関係代名詞 
・過去完了形 
・接続法 I 式 
・接続法 II 式 

 
3 コミュニケーション 

・挨拶 
・感謝とお詫び 
・名前・住所・出⾝地・年齢・職業・国籍・専攻学問名・誕⽣⽇についての訊ね⽅と答え⽅ 
・家族・趣味についての訊ね⽅と答え⽅ 
・⽇付・時刻についての訊ね⽅と答え⽅ 

 
4 ⽂化・社会事情 

・敬称⼆⼈称と親称⼆⼈称の使い分けとそれに伴う Vorname・Nachname の使い分け 
・それ以外は適宜 
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ドイツ語Ⅲ・Ⅳ共通指導項⽬ ※多⽂化社会学部学⽣対象 

 
<講義のねらい> 
 ⽇常⽣活でのある程度込み⼊ったやりとりや実⽤的な⽂章の理解に必要な初中級の⽂法事項を理解す
る。副⽂も交えながら、観光旅⾏、短期滞在者としての⽣活、短期語学研修において必要な, 読解・作⽂・
会話ができる。ドイツ語圏の社会事情や⽂化に関する諸テーマを⾃⾝の専⾨的学びと関連付けて深く理
解し、⽇本語とドイツ語を交えて他者に紹介することができる。 
 
<授業内容> 
 
1 中初級⽂法 

a. 必須(1): 既習事項を視点を変えて整理 
・動詞・助動詞の変化（Konjugation） 
・名詞・代名詞・形容詞の変化（Deklination） 
・２つの枠構造 
・副⽂ 

 
b. 必須(2): 未習事項 

・状態受動 
・形容詞の名詞化 
・男性弱変化名詞 
・関係代名詞 
・不定代名詞（man 以外） 
・接続法 I 式 
・接続法 II 式 
・es の⽤法（⾃然現象, 時刻の表現以外。先⾏する⽂、dass ⽂、zu 不定詞を指す場合など） 
 

c. 選択（必要に応じて取り上げてもよい） 
・指⽰代名詞（das 以外） 
・現在分詞・過去分詞の⽤法（分詞形容詞・冠飾句・未来分詞・分詞構⽂） 
・不定関係代名詞 
・過去完了形 
・配語法の詳細 

 
2 テーマ（以下の中からいくつかを含むことを基準に教材を選択） 

・教室でのドイツ語 
・ドイツ語の⽂法⽤語 
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・⾃分の専⾨についての基本的な説明 
・若者⾔葉とパーティ 
・公共交通機関での移動 
・ドイツの⾷⽂化 
・レストランでの注⽂ 
・値引き交渉を含む実際的な買い物の表現 
・ホテルの予約と宿泊中に必要な表現 
・旅⾏中・滞在中のトラブルと解決法（病気以外） 
・病気に関する表現と実際的な治療の受け⽅ 
・観戦・観劇チケットの予約とスタジアム・劇場関連⽤語 
・ドイツ語圏の映画と⾳楽 
・ドイツ語圏の⼩説と演劇 
・ドイツ語圏の移⺠・難⺠ 
・ドイツ語圏の宗教 
・環境問題 
・⾃動⾞⽂化 
・ハイキング・登⼭⽂化 
・ドイツとオーストリア・スイスの違い 


